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声の広報をお届けしています
知り合いの方でご希望の方がいらっしゃいましたら
谷戸図書館（札４２１－４５４５）・柳沢図書館（札４６４－８２４０）
へお問い合わせください

※教材費などが自己負担の場合あり。
◆高齢者支援課 　保 （札４３８－４０２８）

※「りさいくる市」出店者募集などの
詳細は、４面をご覧ください。

困ネットワーク事務局長）
　定 ９０人（先着順）
　申 ３月４日昌午前１０時から電話または
直接保谷駅前図書館へ。
◆保谷駅前図書館（札４２１－３０６０）

　２００６年・２００７年に実施した多摩六都
フェアの管楽器アンサンブル講習から
誕生した吹奏楽団が、日頃の練習成果
を発表するコンサートを行ないます。
アンサンブルの楽しさを音にのせてお
伝えします。
□出演　ドリーム・ウェスト・ウィン
ド・オーケストラ、ウィンズ・パスト
ラーレ
□ゲスト　平成２０年度初歩からのゴス
ペル講習受講生
□曲目　「君の瞳に恋してる」、「ブラ
ジル」、「マイウェイ」、「シングシング
シング」、「世界にひとつだけの花」ほ

か

　定 ６６２人（先着順）
◆生活文化課 　保 （札４３８－４０４０）

　福祉会館・住吉老人福祉センターで
は、４月から健康体操教室を開きま
す。あなたの健康づくりの一つに加え
てみませんか。
　時 ４月～平成２２年３月（予定）
　対 市内在住の６０歳以上の方
　定 別表をご覧ください（定員を超えた
場合は新規の方を優先し抽選）。
※申込み人数により、教室間の調整あり。
　申 ３月２日捷午前９時～３月７日松午
後５時までに直接各会館窓口へ（電話
による受け付けは行いません）。
※申し込みは、１人１教室。

□第１回　「自分の印象をアップする
には」ほ

か

□第２回　「色のイメージや特徴を生
かした演出法」ほ

か

　講 三津谷千佳代さ
ん（カラーアナリスト）

　定 ２０人※２回参加できる方
　申 ３月２日捷午前９時から電話で男女
平等推進係へ
興保育
　対 生後６か月以上の未就学児
　定 １５人（先着順）
　申 ３月２日捷～１０日昇までに電話で男
女平等推進係へ
◆男女平等推進係（札４３９－００７５）

□第１部「講演」
①脳卒中の予防、②脳卒中の治療
□第２部「体験談」
①若年性脳卒中発症者の体験談（発症
から社会復帰まで）
□主催　北多摩北部医療圏脳卒中ネッ
トワーク検討会、北多摩北部地域リハ
ビリテーション支援センター
　問 西東京市医師会（札４２１－４３２８）
◆健康年金課 　保 （札４３８－４０２１）

　対 市内在住・在勤の方、クラブ会員
□募集　２４チーム（１チーム６人まで
エントリー可）
　￥ 保険代含む自己負担あり。
※詳細は、にしはらスポーツクラブへ
□競技種別　①一般の部（コート内に
男子１人まで可）②シニアの部（コー
ト内４人の合計年齢２３０歳以上）
※組合せ抽選は大会当日に行います。
□競技方法　日本バレーボール協会ソ
フトバレーボール競技規則に準ずる。
□賞品　参加賞・優勝・準優勝
　申 申込用紙・参加費を持参のうえ、３
月１２日昭までに直接にしはらスポーツ
クラブへ（月曜日は休み。申込用紙は
にしはらスポーツクラブ）。
　問 にしはらスポーツクラブ
（札４６７－９９１９）
◆スポーツ振興課 　保 （札４３８－４０８１）

　近年、格差の拡大や貧困の広がりが
社会問題になっています。今、取り組
むべき課題は何なのか、著書『反貧困』
で第８回大佛次郎論壇賞を受賞した湯
浅誠さんにお話しいただきます。
　講 湯浅誠氏（ＮＰＯ法人自立生活サポ
ートセンター、もやい事務局長、反貧

　市内の公園で集めた落ち葉を使っ
て、来年の育苗ハウスで使う腐葉土作
りと、土と有機質原料、肥料などを積
み重ねていく、花栽培用培養土づくり
を体験学習しませんか。ガーデニング

の基礎作業ともいえる土
づくりのコツを体得
できます。
　講 冨岡紀康さ

ん

（ＮＰＯ法
人西東京花
の会会長）
　￥ ５００円
（テキス
ト 代 含
む）
　定 ３０人
（申込順）
　申 ＮＰＯ
法人西東京
花の会へ電話
申し込み

　問 ＮＰＯ法人西東
京花の会・小野

（札４２４－６０２０）　
◆みどり公園課 　保 （札４３８－４０４５）

　市内の中学・高校生が企画・運営す
るダンス・バンド・歌のコンサートを
開催します。
　問 「ミュージック☆パーティ・イン・
西東京市」実行委員会事務局・嶋田
（札４６４－２９０９）
◆児童青少年課 　田 （札４６０－９８４３）

　
　カラーコーディネートであなたが変
わる。隠れていたあなたの魅力を発見
しませんか？

腐葉土と土づくり体験教室

3 7穣
午後１時３０分～３時３０分
花育苗センター
（栄町３－１）

カラーコーディネートで

かがやく私に

3 午後１時３０分～３時３０分
住吉会館ルピナス
（男女平等推進センター）

14穣・
21穣

にしはらスポーツクラブ

第４回ソフトバレーボール大会

315擾 午後１時～４時
きらっと

合同演奏会

320常 午後３時３０分開場、４時開演
保谷こもれびホール
※当日直接会場へ

健康体操教室
～楽しみながら健康づくり～

興平成２１年度　健康体操教室 億億 （別表）

定員時間教室名曜日会館名

５５人午前９時４０分～
１０時３０分Ａ

第１～４
火曜日

住吉老人
福祉セン
ター

５５人午前１０時４０分～
１１時３０分Ｂ

５５人午前１１時４０分～
午後０時３０分Ｃ

３５人午前９時４０分～
１０時３０分Ａ

第１～４
金曜日

下保谷
福祉会館 ３５人午前１０時４０分～

１１時３０分Ｂ

３５人午前１１時４０分～
午後０時３０分Ｃ

３５人午前９時４０分～
１０時３０分Ａ

第１～５
月曜日

新町
福祉会館 ３５人午前１０時４０分～

１１時３０分Ｂ

３５人午前１１時４０分～
午後０時３０分Ｃ

５０人午前９時４０分～
１０時３０分Ａ

第１～４
火曜日

富士町
福祉会館 ５０人午前１０時４０分～

１１時３０分Ｂ

５０人午前１１時４０分～
午後０時３０分Ｃ

４５人午前９時４０分～
１０時３０分Ａ

第１～４
金曜日

ひばりが
丘福祉会
館

４５人午前１０時４０分～
１１時３０分Ｂ

４５人午前１１時４０分～
午後０時３０分Ｃ

～いつでも、いつまでも、　いろんな種目を、Do Sports!～
　今年４月で５年目を迎えるにしはらスポーツクラブ。各教室プログラム
の募集のお知らせです。
※年間活動費として大人３，６００円、子ども１，５００円で会員登録ができます
（家族会員５，０００円もあり）。非会員の方でも１回５００円で体験参加ができ
ます（バドミントン教室は１クール４，０００円）。詳細は事務局へ。
　問 ・　申 にしはらスポーツクラブ（西原町４－５－６　西原総合教育施設内
札４６７－９９１９・ 胃４６７－９９２１※月曜日は休館）
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総合型地域スポーツクラブ

参加費（会員）募集人数対象日時教室名

１回３００円３０人大人毎週木曜日午前１０時～１１時３０分ヨガ

１回３００円３０人大人月３回水曜日
午後６時３０分～８時３０分

ソフトバレー
ボール

１回３００円３０人大人月３回金曜日午後７時～８時３０分フラダンス
１クール５回
３，０００円２５人大人毎週木曜日午前１０時～正午バドミントン

教室

参加費（会員）募集人数対象日時クラブ名

月１．０００円１６人新小学４
～６年生

毎週土曜日
午前９時３０分～１１時３０分バドミントン

月２，０００円１０人中学生毎週木曜日午後６時～８時バドミントン

月１．０００円１０人新小学３
～６年生

毎週水・土曜日
午後３時～５時（土は５時３０分）

ミニバスケッ
トボール

月２．０００円２０人幼児　　
　～大人

毎週日曜日
午後２時３０分～５時３０分

ステージダン
ス

月１，５００円１０人大人第１・３火曜日
午前１０時～午後３時型染め

ミュージック☆パーティ・
イン・西東京市７ｔｈ

314穣 午後２時３０分開場、３時開演
保谷こもれびホール
※当日直接会場へ

第１回保谷駅前図書館開館記念講演会

「すべり台社会」からの脱出
～今、貧困問題が問うていること～

315擾 午後２時～４時
田無庁舎

エコプラザ西東エコプラザ西東京京
※来場者の駐車場はありません※来場者の駐車場はありません。。

※産地直送による野菜の販売があります※産地直送による野菜の販売があります。。
◆ごみ減量推進課（◆ごみ減量推進課（札札４３８－４０４３４３８－４０４３））

４月５日掌
午前９時～正午前９時～正午午

市民公開講座

「脳卒中の予防は日頃の生活から」
～予防と早期治療～

314穣 午後２時
市民会館
※当日直接会場へ

321穣 午後２時
東村山市立中央公民館
※当日直接会場へ


